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（写真）国際報道局 TELESUR “２月２８日 国連安保理でベネズエラ問題について採決取られる” 

 

 

２０１９年２月２７日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 軍事介入も選択肢から排除せず」 

「マドゥロ大統領 カーニバル祝日を拡大 

～休暇延長決定に従うかさえも政治問題～」 

「Hercon ８１％はマドゥロの国外退去を希望」 

経 済                     

「８トン超の GOLD 中銀から持ち出される」 

「野党国会 特別行政監察官を任命 

～Citi と GOLD 担保の対応について協議～」 

社 会                     

「日本人観光客 国境封鎖でブラジルに戻れず」 

２０１９年２月２８日（木曜） 

 

政 治                    

「国連安保理 米国・ロシア提案を採決 

～米提案承認要件越えたが、中露拒否権行使～」 

「グアイド議長 支持求めて各国を訪問」 

「５６７名の離反軍人がコロンビアに入国 

～マドゥロ政権側のスパイ容疑で軍人追放～」 

経 済                    

「海運会社の訴訟を受け滞留船舶が荷下ろし」 

「レプソル １１．６億ユーロの引当金計上」 

「米政府 マドゥロ政権支援する資産家に罰則？」 

「汚職容疑で米在住ベネズエラ人２名を逮捕」 
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２０１９年２月２７日（水曜）             

政 治                       

「グアイド議長 軍事介入も選択肢から排除せず」       

 

２月２７日 グアイド国会議長はコロンビアのメディ

ア「El Tiempo」の取材を受けた。 

 

記者から軍事介入の可能性について聞かれると、「ベネ

ズエラに民主主義と自由を取り戻すため、あらゆる選択

肢を検討する」と軍事介入の選択肢を否定しなかった。 

 

２月２５日 ボゴタで開催されたリマグループ会合で

は、軍事介入を否定する加盟国の意見が多数を占めたが、

米国政府は引き続き軍事介入も視野に入れている趣旨

の報道が散見される（「ベネズエラ・トゥデイ No.258」

２月２６日付の記事参照）。 

 

グアイド議長は米国側に歩調を合わせる姿勢を維持し

ていると言える。 

 

記者はグアイド議長から「軍事介入の可能性も排除しな

い」との明確なコメントが欲しかったようで、インタビ

ュー中に「軍事介入の可能性はあるか？」と繰り返し質

問した。 

 

しばらくグアイド議長は、 

「ベネズエラに民主主義と自由を取り戻すため、あらゆ

る選択肢を検討する」 

と同じフレーズを繰り返し述べていたが、業を煮やした

のか、最後は冗談を交えながら 

「軍事介入はデリバリーとは違う。電話をしたらすぐに

駆け付けてくれるものではない。 

軍事介入はベネズエラ国民の意志と、国際社会の意志が

重要だ。軍事介入は我々が選ぶものではなく、自然な流

れで起きるものだ。」 

と補足した。 

また、政権交代後のシナリオについて聞かれると、 

「まず国を安定されることが重要だ。つまり、人道危機

に対応する。衛生危機に対応する。食料、燃料、電力を

供給できるようにする。 

 

そして、政府の統治システムを正す。 

 

産業については、石油産業の再開発が不可欠だ。他にも

ダイヤモンド、コルタンなど石油以外の産業開発も必要

だ。また、国内の農業生産を拡大させる。食料難の原因

は国内農業の劣化が問題だ。我々はベネズエラ国内の農

業開発のため、既に多くの協力者と協議を始めている。 

政権が交代すれば、外国投資も入ってくる。政権交代で

ベネズエラの見方が１８０度転換すると確認している。」 

と語った。 

 

 

（写真）El Tiempo 

 

「マドゥロ大統領 カーニバル祝日を拡大       

  ～休暇延長決定に従うかさえも政治問題～」         

 

３月４日（月曜）、５日（火曜）はベネズエラの祝祭日

（カーニバル）だ。土日と併せて４連休になる予定だっ

た。 

 

２月２７日 官報で２月２８日、３月１日もカーニバル

祝祭日とする政令が発効。２０１９年のカーニバル休暇

は６連休となった。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd9f82f668fcd260aaf1398e004f4492.pdf
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（本件は、２月２０日にマドゥロ大統領自身が発表して

いましたが、人道支援受け入れ関連のニュースで枠をと

ってしまい「ベネズエラ・トゥデイ」から掲載が漏れて

しまっていました。） 

 

また、祖国カード保有者にはカーニバル補助金を支給す

るとしている。金額は最低賃金と同額の BsS.１８，００

０を予定している。 

 

官報に掲載されたことで通常であれば、同期間は休みに

なるが、グアイド暫定大統領をベネズエラの大統領と認

識する組織はこの決定に従わない可能性が出ている。 

 

与党系政治家が代表を務める州庁、市役所は管轄の学校、

企業、その他団体に対して、マドゥロ政権が定めた２月

２８日～３月１日の休日に従うよう要請をしており、従

わなかった場合は罰則を科すとしている地域もあると

いう。 

 

「Hercon ８１％はマドゥロの国外退去求める」                  

 

民間世論調査会社「Hercon Consultores」は、２月２４

日～２７日にかけて、ベネズエラ国民１８歳～５４歳を

対象に電話でアンケート調査を実施した（調査対象人数

は報じられていない）。 

 

アンケートの結果、８０．９％の回答者は「マドゥロ大

統領に国をすぐに離れてほしい」と回答。９．４％は「誠

実な対話を求める」と回答。５．２％は「グアイド議長

にコロンビアに残ってほしい」と回答。４．４％は「無

回答」だった。 

 

また、グアイド議長がベネズエラに戻ることに賛成する

との回答は、８１．４％だった。 

 

 

 

また、グアイド議長の暫定大統領就任宣言を支持すると

回答した回答者は全体の８０．３％。支持しないと回答

した１４．３％を大きく上回った。 

 

また、「自由選挙と軍事介入」の選択肢がマドゥロ大統

領を政権から追い出すためのオプションだと回答した

のは全体の７９．８％だった。 

 

一方、２月２７日 マドゥロ大統領は 

「アンケート調査では回答者の９２％は米国の軍事介

入に反対している。また、８０％はコロンビアの軍事介

入的な姿勢を拒絶している。８６％の国民は対話による

問題解決を求めている。」 

と主張した。 

 

経 済                        

「８トン超の GOLD 中銀から持ち出される」           

 

２月２７日 ロイター通信は、今週ベネズエラ中央銀行

の GOLD が少なくとも８トン持ち出されたと報じた。 

 

アンヘル・アルバラード議員によると、この３日間、中

央銀行の金庫には警備がおらず、カリスト・オルテガ中

銀総裁も不在だったという。また、ベネズエラ政府の車

両が使用されたようだ。 

 

アルバラード議員は、 

「GOLD の移送を許可する昨年の日付の指示書を使用

し、４台のトラックが GOLD を持ち出した。持ち出し

た GOLD は密売業者に販売されるだろう。」 

と語った。 

 

今回の件が単純な強盗事件なのか、あるいは GOLD を

公式ルートで販売することが出来なくなり行き詰った

政府が違法ルートで GOLD を販売しようとしているの

かは（そもそも訴えが真実かどうかも）分からない。 
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「野党国会 特別行政監察官を任命          

 ～Citi と GOLD 担保の対応について協議～」         

 

２月２７日 グアイド議長はツイッターでホセ・イグナ

シオ・エルナンデス氏を特別行政監察官に任命したと発

表した。 

 

ホセ・イグナシオ・エルナンデス氏は知名度の高い人物

ではなく、プロフィール情報は多くないが、同氏のツイ

ッターではベネズエラ中央大学、アンドレス・ベジョ・

カトリック大学で公共管理と憲法の教授を務めている

人物のようだ。 

 

同氏の最初の仕事は Citi が融資の担保として預かって

いる GOLD について。 

 

エルナンデス氏は 

「外国にあるベネズエラの資産を保護するため米国銀

行と交渉しており、すぐに合意できると考えている。」

とコメントした。 

 

２０１５年 Citi Bankはマドゥロ政権に対してGOLD

を担保に１６億ドルを融資したという。担保の期限は１

９年３月で期限後の対応について米国政府と協議して

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.258」２月２５日付の

記事参照）。 

 

社 会                        

「日本人観光客 国境封鎖でブラジルに戻れず」         

 

２月２７日 ギアナ高地を訪問するため、ブラジル国境

を抜けてベネズエラに入国した日本人観光客がブラジ

ルに戻る際に、国境が封鎖されておりベネズエラに取り

残される事件が起きた。 

 

 

 

２月２３日 人道支援物資の受け入れを巡り、ベネズエ

ラとブラジルの国境で衝突が起きた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.257」２月２３日付の記事参照）。現在、両国

の国境は封鎖されている。 

 

現地の日本大使館が対応に当たっているという。 

 

ギアナ高地は世界有数の観光地の一つで、日本からも多

くの観光客がやってくる。現在の状況では、旅行会社も

ツアーの自粛を検討せざるを得ないだろう。 

 

２０１９年２月２８日（木曜）              

政 治                        

「国連安保理 米国・ロシア提案を採決        

 ～米提案承認要件越えたが、中露拒否権行使～」        

 

２月２８日 国連の安全保障理事会でベネズエラ問題

について議論された。同日は米国、ロシアがそれぞれベ

ネズエラに関する声明を提案。 

 

米国とロシアの提案を承認するかどうか決議が行われ

た。 

 

安全保障理事会は常任理事国、非常任理事国合わせて１

５カ国で構成される。 

 

基本的に９カ国の賛同が得られれば、その決議は採択さ

れるが、常任理事国（米国、英国、フランス、中国、ロ

シア）５カ国のいずれかが拒否権を行使すれば、９カ国

が賛成しても決議は有効にならない。 

 

米国の提案は、自由で公平で信頼できる選挙の実施を求

め、同時にマドゥロ政権に対して人道支援の受け入れを

要請する内容だった。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd9f82f668fcd260aaf1398e004f4492.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
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この提案は賛成９カ国（米国、フランス、英国、ドイツ、

ペルー、ドミニカ共和国、ベルギー、クウェート、ポー

ランド）。棄権３カ国（コートジボワール、赤道ギニア、

インドネシア）。反対３カ国（中国、ロシア、南アフリ

カ）で承認要件に達した。 

 

しかし、中国、ロシアの２カ国が拒否権を行使し、同決

議は成立しなかった。 

 

ロシア側の提案はベネズエラの内政問題への介入を非

難し、武力行使を進めようとする動きに懸念を表明する

趣旨の声明だった。 

 

同声明に賛成した国は４カ国（ロシア、中国、南アフリ

カ、赤道ギニア）、棄権４カ国、反対７カ国で承認要件

に届かず成立しなかった。 

 

ロシア側の提案について、どの国が反対を示したのか明

記されている報道は国連のオフィシャル発表を含めて

確認できなかった。 

 

ただし、各国のスタンスから想像するに、コートジボワ

ール、インドネシア、ドミニカ共和国、クウェートの４

カ国が棄権。米国、英国、フランス、ドイツ、ベルギー、

ポーランド、ペルーが反対を投じたと思われる。 

 

中露、米英ともにお互いの主張をするばかりで相手に歩

み寄る姿勢は無く、この議論は平行線のままだろう。 

中期的に見ても安全保障理事会で合意が図れるように

は思えない。 

 

「グアイド議長 支持求めて各国を訪問」           

 

人道支援の受け入れを巡り国境を越えコロンビアに入

国したグアイド議長は、南米各国を周遊している。 

 

 

２月２８日にブラジルを訪問。ボルソナロ大統領と会談

し、ベネズエラを民主主義国に回帰させるための協力を

要請した。 

 

翌３月１日にはパラグアイでベニテス大統領と会談す

る予定だ。また、エクアドルのモレノ大統領がグアイド

議長をエクアドルに招待する意向を示しており、エクア

ドルへ訪問する可能性もある。 

 

グアイド議長はベネズエラ国内で暫定大統領の権限を

行使するとコメントしており、今週中にはベネズエラに

帰国すると報じられている。 

 

しかし、パラグアイのベニテス大統領とはコロンビアの

国境ククタで既に面会しており、敢えてパラグアイを訪

問する理由はグアイド議長にはない。 

筆者が想像するにベネズエラに戻る安全なルートが確

保できていないため時間稼ぎをしていると思われる。 

 

マドゥロ政権を擁護する国内の最高裁判所はグアイド

議長の出国を禁止していたため、マドゥロ政権側の決定

に背き、ベネズエラを離れたことになる。 

 

マドゥロ大統領はグアイド議長がベネズエラに帰国す

れば、ベネズエラ国内の法律に向き合わなければいけな

いとグアイド議長の帰国に警鐘を鳴らしている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.258」２月２６日付の記事参照）。 

 

「５６７名の離反軍人がコロンビアに入国        

 ～マドゥロ政権側のスパイ容疑で軍人追放～」         

 

マドゥロ政権を離反しコロンビアに逃亡する軍人が増

えている。コロンビアの移民当局は２月２３日から２７

日現在までに５６７名の軍人がベネズエラからコロン

ビアに入国したと発表した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd9f82f668fcd260aaf1398e004f4492.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd9f82f668fcd260aaf1398e004f4492.pdf
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以前より越境したベネズエラ軍人の中にマドゥロ政権

のスパイが混ざっていると報じられていた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.258」２月２６日付の記事参照）。 

 

コロンビアの移民当局は、マドゥロ政権のスパイ容疑で

ベネズエラ軍人１名（リチャード・サンチェス氏）を本

国に送還したと発表した。 

 

移民管理局のクリスティアン・クルーガー部長は 

「人道関連の２８歳女性の証言として、スパイ容疑のあ

る人物は宣言と異なる意志があるとの証拠を得ること

が出来た。国防上のリスクを理由に容疑者を本国に送還

する。」 

と発表した。 

 

経 済                       

「海運会社の訴訟を受け原油差し押さえ」            

 

「La Refineria di Korsou」（クラサオ製油所の本来のオ

ーナー、PDVSA はクラサオ製油所を借りている）はク

ラサオ当局の法的命令により PDVSA の荷物を荷下ろ

しすると発表した。 

 

PDVSAは同タンカーに４０万バレルのサンタバーバラ

産原油を積んでいた。なお、タンカー自体はパナマ船籍。 

 

現地の報道によると、PDVSA 貨物の荷下ろしを要請し

たのはリベリアの海運業者「Exotic Waves Marina SA」

とヨルダンの海運業者「 Ammon Shipping and 

Transport」。 

 

荷下ろしした貨物は製油所で保管され、海運業者の訴え

が解決するまで差し押さえられるとしている。 

 

 

 

 

ロイター通信によると、クラサオ製油所は Conoco 

Phillips の訴訟で原油差し押さえが起きてから原料不足

により稼働率は著しく下がっている。 

 

現地の燃料供給会社は国外から燃料を購入していると

いう。 

 

「レプソル １１．６億ユーロの引当金計上」              

 

スペイン籍のエネルギー業者「レプソル」は、２０１８

年１２月末の決算でベネズエラに保有する資産１１億

５，９００万ユーロを引当金計上することを決めた。 

 

引当金を計上した理由はベネズエラ資産のリスクと劣

化を加味し、現実的な数字に修正したため。 

１１．６億ユーロのうち、３億１，６００万ユーロは原

油リザーブの評価。８億４，３００万ユーロは利益の喪

失等だという。 

 

その結果、ベネズエラに残っている資産は４億５，６０

０万ユーロに減っている。一年前は１４．８億ユーロと

していたため、大きな損失を計上したことになる。 

 

レプソルは９３年にベネズエラに参入。以来、ベネズエ

ラ事業を継続している。 

 

Quiriquire 鉱区、Menegrande 鉱区、Barua 鉱区の資源

開発を担う「Petroquiriquire」に４０％の出資比率で３

１年まで採掘権を有している。また、Carabobo 鉱区の

開発を行う「Petrocarabobo」には１１％を出資してお

り、３５年まで採掘権を有しているという。 

 

また、「Quiriquire Gas」の出資比率は６０％、「Cardon 

Ⅳ」は同５０％だという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd9f82f668fcd260aaf1398e004f4492.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd9f82f668fcd260aaf1398e004f4492.pdf
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「米政府 マドゥロ政権を支援する資産家に罰則？」         

 

Bloomberg は、米国政府が資産家で「Fintech Advisory」

の創始者であるダビッド・マルティネス氏に制裁違反の

適用を検討していると報じた。 

 

マルティネス氏は１６年の Bloomberg 長者番付で２４

億ドルの資産を保有していると報じられた世界有数の

資産家。 

 

報道によると、マルティネス氏は、２０１８年１２月に

米国政府が制裁を科しているベネズエラ財務相シモン・

セルパ氏、タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領と

金融支援を行う目的で取引に合意した容疑があるとし

ている。 

 

２０１７年、「Fintech Advisory」はベネズエラ債券（額

面価格で１３億ドル）を担保に３億ドルの融資をしたこ

とがある。 

 

マルティネス氏の法務担当事務所は Bloomberg の質問

に回答しなかったという。 

 

今回の米国政府の対応はマドゥロ政権への制裁違反の

罰則が単なる脅しだけではないことを金融関係者に訴

えていると理解されている。 

 

「汚職容疑で米在住ベネズエラ人２名を逮捕」              

 

米国法務省は，PDVSA との契約の便宜供与を巡り、汚

職に関わった容疑で２名を逮捕、起訴したと発表した。 

 

１名はラファエル・ピント・フランチェスキ氏（４０歳）。

もう１名はフランツ・エルナンデス・フーバー氏（６８

歳）。 

 

 

２００９年頃からピント氏はマイアミで PDVSA 原油

の供給者の元締めを務めていた。彼はブーバー氏と共謀

し、PDVSA 職員３名に賄賂を支払う事で PDVSA との

契約の便宜供与を求めたという内容。 

 

賄賂の見返りに PDVSA 職員は、PDVSA の内部情報を

彼らに提供していたという。ピント氏はパナマにあるペ

ーパーカンパニーに PDVSA から受け取った支払いの

３％を送金していたと報じられている。 

 

米国法務省の発表によると、これまで PDVSA との汚職

に関連して２１名を起訴しており、うち１５名は有罪判

決がでている。 

 

以上 


